
https://rt-clubnet.jp/hotels/houjin/gateway-cl_xiv.pdf
https://xiv.jp/pdf/xiv_gateway-dinner_2211-2303.pdf
https://rt-clubnet.jp/hotels/sp/gateway_plan/
https://rt-clubnet.jp/hotels/pdf/gateway_zennkoku_xiv_2211-12.pdf
https://houjin.resorttrust.co.jp/reserve/


エクシブ蓼科エクシブ蓼科エクシブ軽井沢エクシブ軽井沢

XIV NEXT DOOR PLAN
&

XIV THE TOP PLAN
- エクシブ ザ トップ プラン -

- エクシブ ネクスト ドア プラン -

夕食時ワンドリンク特典付

WEB予約限定全国
旅行支援
対象

< 共通事項 >　※WEB 予約限定の宿泊プランです。お申し込みは法人用インターネット予約システムをご利用ください。※本プランはチェックイン日の 3 日前までのご予約に限ります。※1 室大人 2 名様よりご
利用になれます。※上記内容は変更となる場合がございます。※ホテルにより別途入湯税を申し受けます。 ※お部屋からの眺望や、階数などの指定はできません。 ※ご夕食・ご朝食対象レストランは、定休日等
でご利用になれない場合もございます。※中学生未満のお子様は、お子様専用のパッケージをご利用ください。 ※お子様の食事は、夕食・朝食ともに大人と同じ会場です。お子様のご利用は 1 室の定員まで可能
です。※各ホテルのご利用につきましてはご契約会員権の利用規程に準じます。 ※写真はイメージを含みます。

予約方法 ご予約はこちら
タップ

法人用インターネット予約システムから「XIV NEXT DOOR PLAN」「XIV THE TOP PLAN」を選択➡備考欄に「全国旅行支援希望」とご入力ください。
※ご予約内容確認画面には、プラン料金（定価）が表示されます。 実際のご請求金額はプラン料金（定価）より支援金額を差し引いた料金となります。
　（全国旅行支援の適用条件を満たさない場合は、補助が受けられませんので、予めご了承ください。）

<期間 >
XIV NEXT DOOR PLAN

ホテルごとに対象日が異なります。
詳しくは右記よりご確認ください。

XIV THE TOP PLAN
ホテルごとに対象日が異なります。
詳しくは右記よりご確認ください。

2022年

11月1日（火） ~ 12 月20日（火）

さらに「地域共通クーポン」を進呈（平日：3,000 円 / 休日：1,000 円）
※宿泊日とその翌日がともに「土曜・日曜・祝日」に該当する場合のみ、「休日」と扱われます。

＜全国旅行支援について＞
「全国旅行支援」は、一定の全国共通ルールはありますが、各県それぞれの支援名称のもと、予約方法や利用方法、運用の詳細などは、各県独自のルールが適用されます。
各県独自のルールにつきましては、詳細決定次第、各ホテルのホームページ内で順次掲載いたします。事業予算に達した場合は、早期終了の可能性があります。
また、終期は変更となる場合があります。詳しくは右記二次元コードよりご確認ください。
ご予約のタイミングにより、本プランでお申込みいただいた場合でも「全国旅行支援」の対象とならない可能性がございます。予めご了承ください。 

<定員 > 1 室大人 2名様～ ※プラン料金は大人 1名様・1泊 2食・税サ込の金額です。

全国旅行支援を適用時の「XIV NEXT DOOR PLAN」料金の詳細（お子様プラン含む）はこちら
全国旅行支援を適用時の「XIV THE TOP PLAN」料金の詳細（お子様プラン含む）はこちら

お部屋グレード

スタンダード

ラージ

22,900円
23,900円

21,800円

対象ホテル

軽井沢（本館）・蓼科・浜名湖
・琵琶湖・鳴門（本館）

<エクシブ >

20,800円

スタンダード

ラージ

共通特典夕食時ワンドリンク付（銘柄指定）
※大人プランのみ

<エクシブ >
初島クラブ・伊豆
白浜 &アネックス・淡路島

1 泊 2食
夕食 15,972 円（税サ込）コース付XIV THE TOP PLAN

お部屋グレード

スタンダード

ラージ

18,800円
19,800円

対象ホテル

軽井沢（本館）・蓼科・浜名湖
・琵琶湖・鳴門（本館）

<エクシブ >

16,700円

スタンダード

ラージ

共通特典夕食時ワンドリンク付（銘柄指定）
※大人プランのみ

<エクシブ >
初島クラブ・白浜 &アネックス
淡路島

1 泊 2食
夕食 11,858 円（税サ込）コース付XIV NEXT DOOR PLAN

17,700円

5,000円
5,000円

5,000円
5,000円

5,000円
5,000円

5,000円
5,000円

13,800円
14,800円

11,700円

17,900円
18,900円

16,800円
15,800円

12,700円

料金 お支払い額支援金額
（全国旅行支援割引額）

料金 お支払い額支援金額
（全国旅行支援割引額）

◆◆◆ プランに含まれる夕食 ◆◆◆

 ＜XIV NEXT DOOR PLAN・XIV THE TOP PLAN 共通＞ 2023 年 1月 4日（水）、5日（木）をご利用の場合は＋605 円（税サ込）を申し受けます。

日本料理・洋食料理・中国料理よりお選びください。(淡路島を除く）
※淡路島は鉄板オーダーブッフェ（スタンダードブッフェに「てっさ1皿」付）をご提供いたします。

XIV NEXT DOOR PLAN XIV THE TOP PLAN
日本料理・洋食料理・中国料理よりお選びください。（伊豆・淡路島を除く）
※伊豆は日本料理または洋食料理をご用意いたします。（レストラン定休日有）※淡路島は日本料理または
　鉄板オーダーブッフェ(プレミアムブッフェ)をご用意いたします。(レストラン定休日有)※伊豆と淡路島は、
　大人のみ1ドリンク付(プラン特典と合わせて2ドリンク付)[銘柄指定]です。

https://rt-clubnet.jp/hotels/houjin/next-cl_zennkoku_2211.pdf
https://rt-clubnet.jp/hotels/houjin/top-cl_zennkoku_2211.pdf
https://rt-clubnet.jp/hotels/pdf/nextdoor_zennkoku_xiv_2211.pdf
https://rt-clubnet.jp/hotels/pdf/thetop_zennkoku_xiv_2211.pdf
https://rt-clubnet.jp/hotels/sp/tourism_support/
https://houjin.resorttrust.co.jp/reserve/


※WEB 予約限定の宿泊プランです。お申し込みは「法人用インターネット予約システム」をご利用ください。  
※本プランはチェックイン日の 3日前までのご予約に限ります。※1 室大人 2 名様よりご利用になれます。  
※スタンダードのお部屋をご用意いたします。  ※上記内容は変更となる場合がございます。  ※ホテルにより別途入湯税・宿泊税を申し受けます。
※リゾーピア熱海・サンメンバーズ京都嵯峨の夕食はコース、リゾーピア久美浜・リゾーピア別府・サンメンバーズひるがのの夕食はセットでご用意します。
※リゾーピア熱海は対象期間中一部日程でディナーブッフェも選択できます。
※レストランは、季節や仕入れ状況等により、ご提供内容や定休日、営業時間等の営業形態が変更になる場合がこざいます。  
※中学生未満のお子様は、お子様専用のパッケージをご利用ください。※お子様の食事は、夕食・朝食ともに大人と同じ会場です。
※お子様のご利用は 1 室の定員まで可能です。  ※お部屋からの眺望や、階数などの指定はできません。
※ご利用はご契約会員権の利用規程に準じます。  ※写真はイメージを含みます。  

2021年年間人気
温泉地ランキング

熱海温泉
別府温泉

※対象期間：2021年1月1日～2021年12月31日

1位

2位 

出典：楽天トラベル

1室大人 2 名様～定員2022年10月11日（火）～ 12月20日（火）期間

リゾーピア熱海リゾーピア熱海

ホテルごとに対象日が異なります。
詳しくはこちらからご確認ください。

WEB 予約限定

スタンダード限定

予約
方法

法人用インターネット予約システムから「GATEWAY PLAN」を選択
⇒備考欄に「全国旅行支援希望」とご入力ください。
※適用の可否はご予約確定メールにてご案内いたします。

ご予約はこちら
タップ

［5名定員］ 和洋（スタンダード）

リゾーピア熱海
静岡県熱海市東海岸町 13-93

タップ

［2名定員］ スタンダードツイン
［5名定員］ スタンダード和洋　

リゾーピア久美浜
京都府京丹後市久美浜町湊宮 1302-2

タップ

［5名定員］ 和洋（スタンダード）

リゾーピア別府
大分県別府市堀田 7組の 1

タップ

プラン対象のホテル・客室  - 画像をタップすると各ホテルの詳細をご覧になれます-SUN MEMBERS LINE-UP ※［ ］内は 1室あたりの定員数です。

［2名定員］ スタンダードダブル
［2名定員］ スタンダードツイン

サンメンバーズ京都嵯峨
京都市右京区嵯峨広沢南野町 27-1

タップ

※3名様でご利用の場合はデラックスツイン
　をご用意いたします。

［2名定員］ 洋室 2ベッド
［3名定員］ 洋室 2ベッド＋ソファベット

サンメンバーズひるがの
岐阜県郡上市高鷲町ひるがの 4670-362

タップ

全国
旅行支援
対象

<対象 >
リゾーピア熱海
リゾーピア久美浜
リゾーピア別府
サンメンバーズひるがの
サンメンバーズ京都嵯峨

10 月 11 日（火）～
　　12月 20 日（火） [ 夕食 6,050 円（税サ込）コース付 ]

9,500円（税サ込） 3,800円 5,700円

さらに「地域共通クーポン」を進呈（平日：3,000 円 / 休日：1,000 円）
※宿泊日とその翌日がともに「土曜・日曜・祝日」に該当する場合のみ、「休日」と扱われます。

小人  / 6,000円（税サ込）
お子様専用プラン

幼児  / 3,500円（税サ込）
※全国旅行支援の支援金額等は

宿泊プラン料金の詳細よりご確認ください。

＜全国旅行支援について＞
「全国旅行支援」は、一定の全国共通ルールはありますが、各県それぞれの支援名称のもと、予約方法や利用方法、運用の詳細などは、各県独自のルールが
適用されます。各県独自のルールにつきましては、詳細決定次第、各ホテルのホームページ内で順次掲載いたします。事業予算に達した場合は、早期終了の
可能性があります。また、終期は変更となる場合があります。詳しくは右記二次元コードをご確認ください。
予約のタイミングにより、本プランでお申込みいただいた場合でも「全国旅行支援」の対象とならない可能性がございます。予めご了承ください。

全国旅行支援を適用時の宿泊プラン料金の詳細（お子様プラン含む）はこちら

https://rt-clubnet.jp/hotels/pdf/gateway-cl_zennkoku_sun.pdf
https://rt-clubnet.jp/hotels/pdf/gateway_zennkoku_sun.pdf
https://rt-clubnet.jp/hotels/sp/tourism_support/
https://sunmembers.jp/atami/
https://sunmembers.jp/kumi/
https://sunmembers.jp/bep/
https://sunmembers.jp/hiru/
https://sunmembers.jp/k_saga/
https://houjin.resorttrust.co.jp/reserve/

